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～は…されますか［されましたか］？

受け身の疑問文

【１】次の英文を日本語になおしなさい。

(1) Was this book written by Soseki? Yes, it was.
この本は漱石によって書かれましたか？ はい、書かれました。

(2) Is Doraemon loved by many people? Yes, he is.
ドラえもんは多くの人々によって愛されていますか？ はい、愛されています。

(3) When was this car made? It was made 60 years ago.
この車はいつ作られましたか それは６０年前に作られました。

(4) Where was this car made? It was made in Germany.
この車はどこで作られましたか？ それはドイツで作られました。

【２】《引っかかりそうな予感》次の英文を疑問文になおしなさい。

(1) Doraemon is liked by many children.
Is Doraemon liked by many children?

(2) They like Doraemon very much.
Do they like Doraemon very much?

(3) This car was made in Japan.
Was this car made in Japan?

(4) They studied English yesterday.
Did they study English yesterday?

【３】次の受け身の日本語を英語になおしなさい。

(1) 北島三郎は老人に好かれていますか？ はい、好かれています。

( Is ) Kitajima Saburo ( liked by ) old people?
Yes, ( he is ).

Is Doraemon loved by many people?

Yes, he is.

大阪城

Was this castle built by Hideyoshi?

Yes, it was.

When was this car made?

It was made 60 years ago. 

Where was this car made?

It was made in Germany 130 years ago. 
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(2) この本は明治時代に書かれましたか？ はい、書かれました。

( Was this book written ) during the Meiji period?
Yes, ( it was ).

(3) ドラえもんは子供たちに好かれていますか？ はい、好かれています。

( Is ) Doraemon ( like by many ) children?
Yes, ( he is ).

(4) 《難》これらの本は多くの人に読まれていますか？ はい、読まれています。

( Are ) these books ( read by ) many people?
Yes, ( they are ).

(5) オーストラリアでは英語が使われていますか？ はい、使われています。

( Is ) English ( used in ) Australia?
Yes, ( it is ).

(6) イギリスでは野球は多くの人々によってされていますか？ いいえ、されていません。

( Is ) baseball ( played by ) many people ( in ) England?
No, ( it's not ).

(7) カナダでは多くの人々は野球をしますか？ いいえ、しません。

( Do ) many people ( play ) baseball in Canada?
No, ( they don't ).

(8) その手紙は江戸時代に書かれましたか？ はい、書かれました。

( Was this letter written ) during the Edo period?
Yes, ( it was ).

(9) あなたは昨日その本を読みましたか？ はい、読みました。

( Did you read ) the book yesterday?
Yes, ( I did ).

(10) あなたはいつその本を読みましたか？ ２年前に読みました。

( When did you read ) the book?
I ( read ) it two years ago.

(11) その本は明治時代に読まれましたか？ はい、読まれました。

( Was this book read ) during the Meiji period?
Yes, ( it was ).

(12) この車はいつ作られましたか？ ５０年前に作られました。

( When was ) this car ( made )?
It ( was made ) 50 years ago.

(13) この車はどこで作られましたか？ 日本で作られました。

( Where was ) this car ( made )?
It ( was made in ) Japan.

(14) 彼は昨日その手紙を書きましたか？ はい、書きました。

( Did ) he ( write ) the letter yesterday?
Yes, ( he did ).

(15) この本は日本で多くの人々に読まれていますか？ はい、読まれています。

( Is this book read by ) many people in Japan?
Yes, ( it is ).
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